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第1章 市場の拡大による成長 



「これからは日本にビルが建つ、
そうなれば必ずエレベーターが
必要になる」 
 
 

先見の明により、島田電機の 
挑戦が始まった！ 

時は戦前… 
まだ日本にビルはほとんど無く、エレベーターが普及
していなかった1933年島田電機製作所は創業した 

 
創業者 島田有秋 



1933年 島田電機製作所 創業 

●東京都港区芝（現在の白金）の小さな町工場からスタート 
 

●エレベーターに使用する機械部品を作っていた 
 

●当時の取引先はオーチスエレベーターだった 

補足； 
 
・エレベーターを最初につくったのが米オーチスエレベーター 1853年エレベーター1号機納入 
 
・日本で最初に設置された人を運ぶエレベーターは 1896年 日本銀行に設置されたオーチス製 
 
・日立は1932年、三菱は1935年、東芝は1966年 第一号機を納入 

 エレベーターの部品会社としては老舗メーカー 

落下防止装置付き 



1939年 事業拡大のため烏山に分工場を設立 

● 1939年は戦時中のこと 
● 2000坪の大きな敷地を購入した 
● 周辺は畑しかなく工場から烏山の駅が見えた 
● 小川が流れ、牛が歩いていた 
 

工場の正門 



その後、戦争が本格的に始まった・・・ 

烏山工場は国の要請を受け、飛行機の機械部品を作ることになった 
 

島田電機のロゴマークは、この時の飛行機がモチーフになっている 

戦時中、飛行機部品を製造 

そんな中、くしくも白金工場は戦争の犠牲になり焼失してしまった・・・ 



終戦、エレベーター部品製造を再開 

 
● 1945年終戦を迎え、エレベーター部品製造を再開する 
 

● 烏山は戦争の被害がとても少なかった 
 

● もしも、烏山に工場をつくっていなかったら 
   島田電機は無くなっていたかもしれない 
 
 
 
 

＊主流はアナログインジケーター 



戦後、復興に後押しされて 

● 1949年に株式会社となり、現在の㈱島田電機製作所として事業をスタート 
 
● 建屋は3棟あり、大型機械設備を導入し、生産を増強させていった 
 
● 寮も完備し地方出身者も受入、従業員は多い時で100名いた 
 
● オーチスだけでなく三菱、日立、フジテックからも受注が来るようなった、が・・・ 
 
● 当時はタテ割り社会、様々なメーカーの仕事はできなかった・・・ 
 
● そして、1955年（昭和30年）頃に日立の仕事のみをおこなうこととなる 
 
● その後、日立（青梅工場）の半導体関連の大型板金の仕事も行っていた 
 
 
 
 



● 島田電機から10名弱の人が内原へ行き、内原電機を立ち上げた 

● 大型の機械設備などを内原へ持って行った 

1963年 内原電機製作所 設立 

日立との関係を強め更に仕事を取り
込むため、また仕事の利便性を高め
るために日立工場の近くに内原電機
を設立した。 
＊当時は道路も整備されておらず東京と茨城は非常に遠かった 

島田電機と内原電機が分離独立し、それぞれの事業スタイルを形成して行く 

 



規格量産品 
を広く扱う道 

オーダー品 
に特化する道 

オーダー表示器の専門メーカーとして 
オンリーワンを目指す島田電機の歴史が始まった 

内原電機 島田電機 

東京 

特殊品 
意匠品 

規格品 電気品全般 

日立工場の近く 



物をつくれば 
つくっただけ 
売れた時代 

時代は高度経済成長期へ 

●1965年、日本初の高層ビル（霞が関ビル36階）が建設された 
 
●その後も新宿都心部を中心に高層ビルが次々と建設された 
 
●新設エレベーターの生産台数は急増し、4万台を超えた 
 
●すべてが初めての連続だった 
 

新宿副都心 1960年代 1990年代 



売上は8億円まで到達した 

市場の成長と共に会社も成長 

8億円 

仕事はいくらでもあった 
受注を消化することだけを考えていればよかった 

やればやっただけ利益が上がった時代 
 



島田電機の売上は 
8億円を境に横ばいを続けた 

 

多くの企業が最高益を更新する中 

しかし、ある時期から売上は停滞する 

8億円 

時代が変化していた、 
量ではなく質と価格を求める時代に代わっていた 



島田電機の停滞の理由 

●表示器の需要に限界があった 
 

●過去の成功体験に甘え、新たな挑戦はしなかった 
 

●設備投資、人材育成など何も行っていなかった 
 

●物を作ることだけを考え、営業はトップ営業だけだった 
 

●時代、市場、顧客など外の変化を理解していなかった 
 
 
 
 

自分たちの常識、固定観念に捕われ、浦島太郎状態だった 

 



 
「仕事は十分にあるし、毎日忙しいし・・」 

 

「今、新しいことをする必要があるの？」 

その時の社内の意識 

社長も社員も現状に満足して、先のことなど考えていなかった 

「目の前の仕事は一生懸命やってるし」 



慢心していた島田電機を時代の波が襲う 

バブル崩壊 

停滞の大きなつけを思い知らされることになる 

1991年 島田電機に危機が訪れる 



状況が良い時だからこそ 
何かやっとくべきだった 

気づいた時には遅かった！ 

売上が落込み、大きな課題を突き付けられた 

8億円 

利益を圧縮 

経費削減 

品質管理 

それでも、人の意識は 
急には変われなかった 

人件費カット 
   休業 

工夫・改善 
コスト低減 

値下げ 

将来への努力が足りなかった 

悪くなると全てが悪循環 

    人材育成 
 設備投資 



第3章へ続く 

どうなる？ 島田電機・・・ 



第２章 島田正孝の生い立ち 



高層ビルの建設ラッシュの 
真っただ中 
 
島田正三郎、史子の二男とし
て東京都杉並区阿佐ヶ谷にて
島田正孝 生まれる。 
 
３歳の時に烏山へ引越し、以来、
島田電機のある烏山で育つ 

1969年 島田正孝 生まれる 



父は 社長・レーサー 
 

母は 女優・歌手 
 

兄は ミュージシャン 

家族団らんの少ない家庭で育ち 
・幼少期から自立心が強かった 
・自分の個性を引き出してくれた 

個性的な家族 



爬虫類が好きだった 

  個性的なカッコよさ 
           が好きで、何十匹も飼っていた 

中学生 



 

一番大切なのは 
 
    自分らしさ 
 
     だと思っていた 
 
 
 

   自分の個性が見えてきた 

高校生 



 
好きなことに、とことんのめりこんだ！ 
固定観念に捉われず、やるからには 
とことん突き抜けようと思っていた！ 

専門学生 



個性を大切にしてきた学生時代 
 

固定観念に捉われない 
 

ことが何よりも大事だと考えていた 



ジーンズに金髪で入社試験、 

社会で働くということを完全に 

舐めていた 

内原電機で修行することにした 

社会人、バブル崩壊目前の１９９０年 



目的もなく内原電機に入社したと思って
いたけど・・・ 
 
社長である父の姿を見て育った私は心の
どこかで会社を継ぎ経営者になることを 
この時すでに意識していたと思う・・・ 
 
   だから、何があっても頑張れた！ 

島田正孝 内原電機製作所に入社 

社会人としての一歩を踏み出した 



● とにかく忙しかった時代 
● 高速エレベーターが急拡大 
● 新設エレベーターが4万台を超える 
● 個性的なすごい先輩たち 
● 大企業の中の小さな自分 

1990年～93年 日立水戸工場で実習 

徹底的スパルタ教育で仕事の厳しさを全身で感じた 

社会人として大切なことを学んだ 

日立設計全体の集会で意気込みを吠える姿 

人は環境と考え方で変われる 

勉強ができなくても仕事はできる 

プラス思考の大切さを知る 



日立で修行する中、島田正孝は 
客観的に島田電機を見ていた 

 

「このままでは 
 まずいんじゃないかな…」 

そのころ島田電機はバブル崩壊で厳しい状況にあった 



 
5年の予定だった実習を3年で切り上げ
直ぐに東京へ戻った 
 
１９９３年 島田電機に入社 
 
そして数か月後に父が57歳で急死、 
副社長だった大里氏が社長に就任 
 
まだ先の話だと思っていたけど・・ 
自分がやらなければならないのだと 
はっきり意識した瞬間だった 

そんな中、父の容態が悪化… 

父に「言いたかったこと、聞きたかったこと」がたくさんあった 



 
年功序列、声の大きい人が支配する社内 
規則や基準もなく経験と勘だけに頼る仕事 

適当（不真面目）な人たちも多く 
会社を良くしようと思う人は一人もいなかった 

 
 
 

「正直、何をどうしたら良いかわからなかった…」 

会社とは？仕事とは？利益とは？人を動かすとは？ 

やる気になった自分、でも、その意気込みとは裏腹に 
 

その時の島田電機は 



● 社員全員が年上 
● 自分本位な職人たち 
● 大口、特殊物件が急拡大 

ただただ、島田電機をどうにかしたかった     

ただただ、忙しかった毎日 

まずは自分で島田電機の仕
事を全て把握しようと思った 
 

  受注、設計、手配、工程管理、営業、 
  工場長、専務・・・経理以外は全てやった 



第3章 改革と挑戦による成長 



 
清四郎社長と共に島田正孝の 

企業改革が始まった 

２０００年 島田清四郎氏 社長就任 

清四郎・・・大手企業での質の高い社会経験 
正 孝・・・島田電機に関する製品知識と経験 

●全幅の信頼を寄せていた 
  大里社長の突然の死 
 

●会社の将来を考えてくれて 
  いなかったことを後に思う 
 

●すべては自分の責任、自分が 
  強くならなければならない・・・ 
 

●まったく違う異業種から来た 
  清四郎氏が社長に就任 



 改革１ 人事評価制度・・・能力、やる気の引上げ 

評価制度をつくったことで、組織のために努力できない人が辞めた。 
そして、組織のために知恵と力を発揮できる元気な人材を採用した。 

BEFORE AFTER 

俺は 
年長者だから・・・ 

どうせ頑張っ
たって… 

会社を良くする
想いと行動 

年功序列から能力、成果、頑張りが認められる会社へ 

大事なのは年齢や
経験ではなく、何が
できて何をやったか 



 改革２ ISO認証取得・・・顧客満足の向上 

BEFORE AFTER 

●個々にバラバラに仕事をやっていた 
 
●働き方、品質にも差があった 
 
●経験者、権力者の言うことがルール 
 
●成長を考えていなかった 
 
●顧客から会社の信頼が得られなかった 

●仕事の目的（方針・目標）が明確になった 
 
●一定の働き方、品質を維持できるようになった 
 
●誰が何をいつやるかが明確になった 
 
●改善、成長を考えるようになった 
 
●顧客満足、信頼を高めることができた 

顧客に対して当社が何をどう頑張ってい
るのか、口頭でしか説明できなかった 

全てを文書化したことで、会社の頑張り
を顧客へ明確に説明できるようになった 



 改革３ 内製化・・・付加価値を高めた 

BEFORE AFTER 

簡単な加工しか社内で
やってなかったんだ・・・ 

外注があるんで
大丈夫です！ 

設計から板金、
アクリル、組立ま
で全部できます！ 

さすが専門メーカー、
それなら任せるよ！ 

２０００年、設備投資をしなかった会社が、3000万円のレーザー加工機を導入した 
２００２年、マシニングを導入し、外部から技術者を引き抜き、アクリルGrを発足した 
社内の作業の流れ、人の動き（動線）を検討し、効率的な設備の再配置を行った 



オーダー物件でメーカー各社は、同じ製品を作らなければならなかった。 
そこで、島田電機は日立以外にも物件ごとに一本釣りで営業を行った。 

日立以外の実績を増やし、エレベーター業界での存在感を高めていった。 
そして、収益基盤を拡大し、経営の安定化に努めた！ 

BEFORE AFTER 

 改革４ 日立以外の受注・・・経営の安定化 



企業改革への想い 

過去や常識にとらわれず、前を向いて行動した 

社会に評価される会社（馬鹿にされない会社）にしたかった 
 

社員が遠慮なく自分の力を発揮できる場所をつくりたかった 
 

社員が育つ組織をつくりたかった 
 

社員が生き生き働ける風土をつくりたかった 
 

他社には真似できない価値ある仕事をしたかった 



表示器メーカーとして存在感を高め 

このまま安定するかのように見えた 



しかし、 
世の中はそんなに甘くない 

2008年 
リーマンショック 



再び、売上は落ち込んだ・・・ 

市場や顧客の景気動向に大きく左右される経営体質、 
外的環境に左右されにくい事業にしていかなければならない 



もっと自立した強い会社にならなければならない 
そのためには 

島田電機の個性、独自性が必要 
そして 

会社の個性とは「企業理念」だという事に気づいた 
 

「表示器で世界に認められるオンリーワン企業」 
「社員が島田電機で働くことに誇りを持てる企業」 

 
を目指して 

会社は挑戦し続けなければならない 
 

企業 
理念 



2008年11月22日 
島田電機（上海）有限公司 

設立 

挑戦１ 世界一の巨大市場 中国へ進出 

           ● エレメーカーが海外進出する中、当社自身もグローバル化するべき 
           ● 下請けではなく、メーカーとしての自立 
           ● 日本だけでは表示器の需要に限界があった 
           ● 中国は世界一の市場規模、意匠品の需要もある 
           ● 日本以外（世界）で通用するのか挑戦したかった 
 



挑戦２ 八王子へ移転 

                       経営上のリスクを少しでも回避するため 
                        自分たちのやりたいことを実現するため 
                      過去にとらわれず会社を成長させるため 

2013年2月14日 

烏山から八王子へ 
工場移転 

   攻め 
  自由に行動 

 

    守り  
   活動を制限 



島田正孝が清四郎氏から会社を託されたのは 
そんな中でのことだった 

しかし、 
場所は変わっても 

依然として厳しい経営状態は続いていた 



会社のために「厳しくなる」 
社長としての覚悟が決まった 

社長になって初めて知った 

経営者としての本当の感覚 

 

 

 

2013年 島田正孝 社長就任 

新社屋・社長のスタートが、厳しい経営状
況だったことが結果的には良かったと思う 

 



「過去の停滞の過ちを繰り返さない」 



会社が移転し環境も変わり、社長も変わり経営スタイルも変わったのだか
ら、会社の価値、常識、風土、そして働き方も変わらなければならない。 
 

  ●働き方を変えるには時間に対する意識を変えるしかない！  

  ●仕事で最も重要なのは時間だということの本当の理解！ 
 

  時間の重要性 

   ・時間＝質、時間＝コスト 

   ・日本が世界で弱いのは時間（スピード）の意識が低いから 

   ・無駄をなくして効率上げて生き生き働く、ワークライフバランス 

  行動指針「バリュー」を設定 

   ・成長、創造性、プロ意識、チームワーク → MVP社員表彰 

   ・組織の中では「仲間の成長・やる気」を考えた言動を心がける 

 

働き方の改革・・・質の向上、島田人 

島田電機に足りないのは
計画的な時間の使い方 

品質や納期に対
する意識は高い 



67期から収益性が改善された 
稼げる会社になった 

その結果、生産性・業務効率が向上 



総括 
これまでと、これからの島田電機製作所 



顧客開拓 
受注拡大 

選択と集中 
オーダーに特化 

内製化 
人事評価制度 

工場移転 

中国進出 

働き方改革 

これからの未来は今後の挑戦次第 

烏山工場設立 

バブル崩壊 リーマンショック 
2020年
問題 

市場の拡大による成長 

市場規模 
の変化 

生産性を高める環境づくり 

ISO 

人の入れかわり 

1991年 2008年 2020年 

新規受注・事業 

組織改革 

2000年 2013年 

発展を支えたのは新しいことへの挑戦だった 

内原電機設立 

表示器の
需要減少 

市場価値 
の変化 

改革と挑戦による成長 

社長 
交代 

社長 
交代 

時間管理 

２０３３年創業１００年 
２０４９年創立１００年 

社長 
交代 

付加価値
生産性 

8億 

バリュー 

人事評価の改定 



島田正孝の決意 
世の中が変化している中、立ち止まるわけにはいかない。 

だから、過去にとらわれずに前を向いて前進する。 
これまでの常識や固定観念にとらわれず、 
本当に必要なことを考えて実行していく。 

 

守るなんて考えていてはダメだと言うことに気付いた。 
 

社名を変えてもよいし、社長が変わってもよい、 
それが会社の発展に必要ならば！ 

 
自立自走の組織・目的目標の組織 

をつくり 

１０億の壁、５０人の壁を突破して行く 
 

1人1人が自分の職位・立場・役割を自覚し、それぞれの責任を果たす 
（立場が上であればあるほど責任は重いし影響も大きい） 

目指す 



誰もが「豊かになりたい」「幸せになりたい」と思うはず。 
私は そのためにも会社を発展させて行かなければならない。 
ただ、まだまだ私の力不足で全てを叶えることは出来ない。 
また、会社は組織活動、社長１人の力では実現できない。 

だから、皆の力が必要です。 
一緒に島田電機製作所の未来を考えてほしい。 

 

現状維持を選ばずに、新しい・難しい・面白い、ことに挑戦し続けてほしい 
 

皆にお願いしたいこと 

島田電機の仲間全員（４５人）で新たな一歩を踏み出したい 

１人の４５歩より ４５人の１歩、自分の可能性に挑戦 



オンリーワンであること 

島田電機の目指す未来 


